ＮＰＯ活動に利用できる八王子市内の施設
保健福祉センター他

市民センター
センター名
大和田市民センター

住所
八王子市大和田町 5-9-1

電話/ＦＡＸ
042-645-8980

長房市民センター
浅川市民センター

八王子市長房町 506-2
八王子市高尾町 1652-1

子安市民センター
由木中央市民センター

施設名

住所

電話/ＦＡＸ

大横保健福祉センター

八王子市大横町 11-35

042-625-6501

042-664-4774
042-666-4700

東浅川保健福祉センター

八王子市東浅川町 551-1

042-667-1331

南大沢保健福祉センター

八王子市南大沢 2-27

042-679-2205

八王子市子安町 2-6-1
八王子市下柚木 2-10-6

042-646-1220
042-676-8123

長房ふれあい館

八王子市長房町 588 都営長房アパート西 042-669-1433

由井市民センター
由井市民センター
みなみ野分館
北野市民センター

八王子市片倉町 702-1
八王子市みなみ野 1-7-1
片柳学園第 3 学生会館 2 階
八王子市北野町 545-3
きたのタウンビル 7･8 階

042-635-8028
042-637-4122

元八王子市民センター
由木東市民センター
中野市民センター
石川市民センター
恩方市民センター
台町市民センター
南大沢市民センター

八王子市上壱分方町 747-1
八王子市鹿島 111-1
八王子市中野町 2726-7
八王子市石川町 438
八王子市西寺方町 260-4
八王子市台町 3-20-1
八王子市南大沢 2-27
南大沢総合センター3 階
八王子市川口町 3838 川口やまゆり館内
八王子市加住町 1-338
八王子市椚田町 137-3

042-651-3960
042-675-5911
042-627-6221
042-642-0220
042-652-3333
042-627-3808
042-679-2209

川口市民センター
加住市民センター
横山南市民センター

042-643-0440

042-654-0722
042-691-5215
042-666-0031

文化施設・ホール等
施設名
学園都市センター
生涯学習センター
（クリエイトホール）
生涯学習センター川口分館
生涯学習センター南大沢分館

住所
電話/ＦＡＸ
八王子市旭町 9-1 八王子（東急）スクエア 042-646-5611
ビル 11 階・12 階及び 13 階
八王子市東町 5-6 クリエイトホール 7 階 042-648-2231

１号棟１階

環境関連施設
施設名

住所

電話/ＦＡＸ

エコひろば（環境学習室）

八王子市北野町 596-3 あったかホール 1 階

042-656-3103

長池公園自然館

八王子市別所 2－58

042-678-4616

市民集会所
集会所名
横山市民集会所

住所
八王子市並木町 15-15

電話/ＦＡＸ
市民部横山事務所 042-661-1281

館市民集会所

八王子市館町 156

市民部館事務所 042-665-4511

元八王子市民集会所

八王子市大楽寺町 419-1

市民部元八王子地域事務所 042-624-3278

恩方市民集会所

八王子市下恩方町 3395

市民部恩方事務所

042-651-3200

川口市民集会所

八王子市川口町 908-1

市民部川口事務所

042-654-4011

北野市民集会所

八王子市北野町 549-5

市民部北野地域事務所 042-645-8711

石川市民集会所

八王子市石川町 481

市民部石川事務所

042-645-8721

由井市民集会所

八王子市片倉町 119-4

市民部由井事務所

042-635-3208

宿泊できる施設
施設名
夕やけ小やけふれあいの里

住所

電話/ＦＡＸ

八王子市上恩方町 2030

042-652-3072

高尾の森わくわくビレッジ

八王子市川町 55

042-652-0911

八王子セミナーハウス

八王子市下柚木 1987-1

042-676-8511

（おおるりの家）
042-654-8450
042-679-2208

オリンパスホール八王子
（八王子市民会館）
いちょうホール

八王子市川口町 3838 川口やまゆり館内
八王子市南大沢 2-27 南大沢総合センター
2階
八王子市子安町 4-7-1
サザンスカイタワー八王子 4 階
八王子市本町 24-1

南大沢文化会館
恩方農村環境改善センター

八王子市南大沢 2-27
八王子市下恩方町 3247-2

042-679-2202
042-651-8496

上川農村環境改善センター
あったかホール
（北野余熱利用センター）
道の駅八王子滝山

八王子市上川町 925-1
八王子市北野町 596-3

042-654-6561
042-645-0025

八王子市滝山町 1-592-2

042-696-1201

４５

042-655-0802
042-621-3001

会議室
施設名

住所

電話/ＦＡＸ

八王子労政会館

八王子市明神町 3-5-1

042-645-7451

ハニカムステージ

八王子市東町 1-14 橋完ビル 2F-A

042-649-8296

コミュニティースペース CUORE・ 八王子市別所 2-1 ＶＩＡ長池 4 階
堀之内

４６

042-670-2237

広報活動に利用できる新聞・ミニコミ誌など
記者クラブ

ポータルサイト

新聞社名

住所

讀賣新聞社八王子支局

〒192-8536 八王子市本町 24-8

電話/ＦＡＸ
042-622-7161
042-622-7164

朝日新聞社八王子通信局

〒192-0063 八王子市元横山町 1-1-4

毎日新聞社八王子支局
産経新聞社多摩支局
東京新聞立川支局
東京新聞八王子通信部
日本経済新聞社多摩支局

時事通信社

内容

ＵＲＬ

八王子市とその周辺のイベント情
e-town 八王子

報、演奏会、各種講座・講演、公募
情報など

042-646-8511

東京・多摩地域からの情報発信

http://towns-web.com/

〒192-0065 八王子市新町 9-20

042-656-1191

八王子タウン

あなたの街の楽しい情報が満載！

http://www.hachioji-town.com/

AUROA SEKITA202 号

042-656-1192

〒190-0012 立川市曙町 2-31-15

042-524-3166

日住金立川ビル 3 階

042-528-7517

〒190-0021 立川市曙町 1-13-11

042-524-0061

立川クレストビル 1 階

042-524-0063

もしもししんぶん 週刊もしもししんぶん編集部がお届

〒192-0046 八王子市明神町 2-6-18

042-656-2313

ねっと

けする地域密着のポータルサイト

パレスヤマゴ 402

042-654-7409

リビング多摩

地元密着おでかけ情報

〒190-0013 立川市富士見町 6-63-3

042-529-6042

〒190-0023 立川市柴崎町 2-3-7

042-524-8279

松本ビル 4F

042-528-1300

〒190-0012 立川市曙町 2-9-1

042-525-5022

八王子経済新聞

広域八王子圏のビジネス & カルチ
ャーニュース
八王子に密着した生活情報をお届け

まいぷれ

する地域情報サイト

シティライフ

会社名
アサココ株式会社
読売新聞

住所

042-505-6904

1-9-4-407 アサココ編集室

042-505-6905

〒100-8055 千代田区大手町

03-3217-8151

http://hachioji.mypl.net/
http://mosimosi.biz/

メディア
メディア名
J:COM 八王子

住所
〒192-0083 八王子市旭町 11 番 8 号

（株式会社 JCN テレメディア八王子） アクセスビル 5 階

お気軽に
おいでください！

電話/ＦＡＸ

〒186-0004 国立市中

http://hachioji.keizai.biz/

http://mrs.living.jp/tama

ミニコミ誌
asacoco

ent/

タウンズウェブ

042-525-5023

ミニコミ誌名

http://d.hatena.ne.jp/e-hachiouji+ev

042-646-8512

042-521-7908
共同通信社

サイト名

1-7-1 読売新聞東京本社「シティラ 03-6743-2625
イフ編集室」
週 刊 も し も し し 有限会社多摩ネッ 〒206-0033 多摩市落合 2-38

042-337-1888

んぶん

トワークセンター

042-337-1885

ショッパー

株式会社東京新聞 〒192-0083 八王子市旭町 12-7
ショッパー社

定年時代
はちとぴ
リビング多摩

D'グラフォート多摩煉瓦坂 103 号

042-646-7701

KDX 八王子ビル 4 階

株式会社新聞編集 〒103-0016 中央区日本橋小網町

03-5614-5331

センター

11-10 岩尾大和ビル 7 階

03-5614-5332

揺籃社

〒192-0056 八王子市追分町

042-620-2626

10-4-101

042-620-2616

サンケイリビング 〒190-8588 立川市曙町 2-10-1

042-527-1954

新聞社多摩本部

042-520-7166

ふどうやビル 7 階
４７

市民活動支援センター
４８

電話
0120-003292

参考図書・ホームページ
今回このマニュアル作りに当たり、内容が多岐にわたりましたので、様々な分野の図書やホームペ
ージを参考にしました。

ファンドレイジング
NPO のファンドレイジングをはじめよう～市民の力を 松原明・鈴木歩著

これらの本やサイトは、皆さんの活動にも参考になりますので、ぜひご活用ください。図書は市民
活動支援センターの書架にも用意しています。

NPO 法人シーズ・

掘り起こす「資金開拓」

市民活動を支える制度をつくる会

ファンドレイジングが社会を変える

鵜尾雅隆著

ファンドレイジング入門 善意のお金の集め方

徳永洋子著

三一書房

NPO 法人日本ファンドレイジング協会

参考図書

ファンドレイジング入門
書

名

著者及び発行所

団体運営・全般

7 つのステップ

中期計画 徳永洋子著

のたて方

NPO 法人日本ファンドレイジング協会

会計

NPO マネジメント 各号
NPO 便利屋マニュアル

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]

ふれあい、支えあいコミュ NPO 便利屋推進委員会

ニティビジネスのすすめ
NPO リーダーのための 15 の力 WORK BOOK

NPO 法人日本ＮＰＯセンター

知っておきたい NPO のこと【基本編】

NPO 法人日本ＮＰＯセンター

NPO 法人会計基準

NPO 法人会計基準協議会編

八月書館

NPO 法人の会計・税務ガイド

中村元彦・脇坂誠也・寺内正幸著 清文社

基礎からわかる NPO 会計

馬場英朗著

ここからはじめる NPO 会計・税務

松原明・水口毅・赤塚和俊。岡田純著

合同出版

ぎょうせい

市民活動団体のロジを究める！～事務局が抱える「5 棟朝千帆著
つの悩み」解決へのヒント～

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]

市民組織運営の基礎

川北秀人著

6 つのチカラを育てよう

参考ホームページ

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]

[新版]市民組織運営の基礎

組織を育てる 12 のチカ 川北秀人著

ラ

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]

サイト名

ＵＲＬ

内閣府 NPO ホームページ

https://www.npo-homepage.go.jp/

総務省 コミュニティ団体運営の手引

http://www.soumu.go.jp/main_conten

ネットワーク ボランティア・NPO・市民活動を応援 東京ボランティアセンター・市民活動支援セ
する情報誌

ンター

t/000060774.pdf
東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課 NPO 法人 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.

NPO 法人設立

係

NPO 法人の手引き １設立・運営編

兵庫・神戸市

特定非営利活動法人ガイドブック 本編

東京都

市民活動（NPO）のホームページにようこそ！

東京ボランティア・市民活動センター

jp/index4.htm
http://www.tvac.or.jp/

ボラ市民ウェブ

広報

横浜市市民活動支援センター

こうだったのか NPO の広報

社会福祉法人大阪ボランティア協会

伝えるコツ NPO の広報を考える 15 のヒント

NPO 広報力向上委員会

伝えるコツ 2010→2015 NPO の広報力は、ちょっ 電通＋NPO 広報力向上委員会
としたコツでアップする。

http://www.shimin-sector.jp/knowho

NPO を元気にする課題解決ノウハウバンク

w/

福岡 NPO・ボランティアセンター

http://www.nvc.pref.fukuoka.lg.jp/np

NPO マネジメントマニュアル

o_managements/index.html

NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター

http://cb-s.net/

人が集まる！行列ができる！講座、イベントの作り方 牟田静香著

講談社

NPO 法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会

http://www.npoweb.jp/

人が集まるチラシの作り方

坂田静香著

家の光協会

NPO 法人 CR ファクトリー

http://www.crfactory.com/

日本語の作文技術

本多勝一著

朝日新聞出版

NPO 法人日本 NPO センター

http://www.jnpoc.ne.jp/

NPO 法人日本ファンドレイジング協会

http://jfra.jp/

NPO 法人会計基準協議会

http://www.npokaikeikijun.jp/

助成金
助成金応募ガイド

公益財団法人助成財団支援センター

ボランティア・市民活動助成ガイドブック

東京ボランティア・市民活動センター

みんなで使おう！NPO の会計基準

４９
５０

